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第 100 回八戸市都市計画審議会議事録 

 

日  時  平成 25 年２月 12日（火） 14:00～14:45 

 

場  所  市庁別館８階 研修室 

 

出席委員  13 名 武山委員、奈良委員、馬渡委員、小瀧委員、八嶋委員、 

盛谷委員（代理出席：加藤）、松宮委員、筒井委員、 

森委員、古里委員、細越委員、長澤委員、菊地委員 

 

事 務 局  工藤都市整備部長、 

石橋都市整備部次長、 

後村都市政策課長、 

石橋都市政策課副参事（都市計画グループリーダー）、 

上杉主査、前田技師、木村技師、 

程熊公園緑地課長、 

鳥谷部技査、 

恵茂田下水道建設課長、 

石上下水道建設課副参事（計画調査グループリーダー）、 

高橋主幹、沢田技師 

 

 

（開会 14:00） 

 

 

○司会 

 ただいまより、第 100 回八戸市都市計画審議会を開会いたします。 

 それでは審議に先立ちまして、工藤都市整備部長より御挨拶を申し上げ、会長へ諮

問させていただきます。 

 

 〔部長挨拶及び諮問〕 

 

○司会 

 それでは、事務局よりご報告申し上げます。 

 本日は所要のため、吉田委員、山田委員が欠席となっておりますが、委員 15 名中

13 名が出席しておりますので、八戸市都市計画審議会条例第６条第２項の規定によ

り、会議が成立することをご報告申し上げます。 

 それでは、審議に入る前に資料の確認をさせていただきます。 
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 資料は、事前に送付しました議案資料、参考資料、そして本日お配りしております

次第、席図の以上となっております。 

 お手元に資料のない方は、お知らせ下さい。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、会長に審議の進行をお願いいたします。 

 

○会長 

 本日は、お忙しい中、お集まりいただきましてありがとうございます。 

 ただいま、市長から議案について諮問をいただきましたので、慎重に審議し、答申

したいと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

 それでは、議事録署名者の選任を行いたいと思います。 

 私から指名させていただいてよろしいでしょうか。 

 

 ～「異議なし。」の声～ 

 

 ご異議ないようでございますので、それでは小瀧委員、古里委員にお願いいたしま

す。 

 お二方、どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、審議に入りたいと思います。 

 議案第１号について、事務局の説明をお願いいたします。 

 

○事務局 

それでは、議案第１号「八戸都市計画駐車場整備地区の変更（八戸市決定）」につ

いて、ご説明いたします。 

はじめに、今回変更されます駐車場整備地区の制度についてご説明いたします。 

駐車場整備地区は、駐車場法第３条第１項に定められているもので、商業地域、近

隣商業地域またはその周辺の地域において、自動車交通が著しく輻輳する地区で、道

路の効用を保持し、円滑な道路交通を確保する必要がある区域について定めるもので、

駐車場の計画的な整備を図るべき地区とされています。 

次に、駐車場整備地区の位置についてご説明します。 

八戸市全体から見ますと中心市街地となります。拡大いたしますと、黒い線で囲ま

れた範囲が、駐車場整備地区約 143ha となります。 

駐車場整備地区は、昭和 50 年代当初の中心市街地への流入交通量の増大や路上駐

車等から引き起こされる交通渋滞問題に対し、駐車場不足を補うための政策の一つと

して、都市計画駐車場である中央駐車場の建設と合わせて、昭和 51年 1月 12 日、八

戸市告示第 4号により、中心市街地の約 143ha が決定されました。 

なお、赤い点線は、平成 20 年 7 月に八戸市中心市街地活性化基本計画で定められ
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た中心市街地区域 約 108ha となります。 

次に、今回の駐車場整備地区の廃止理由について、ご説明いたします。 

現在、駐車場整備地区内の駐車施設は、「八戸市建築物における駐車施設の附置等

に関する条例」、いわゆる附置義務条例によって設けられた駐車施設や民間駐車場に

よって十分確保されており、また、周辺道路の整備が進んだこともあり、決定当時の

ような交通渋滞は解消されています。 

さらに、人口減少・少子高齢化の進行や自動車交通量の減少、環境問題を背景に、

マイカーからバスを中心とした公共交通への移動手段の転換促進等、社会経済情勢が

大きく変化しています。 

近年、条例によって駐車施設を設けることが、中心市街地への商業施設の立地の妨

げになっているとの意見もあり、「八戸市建築物における駐車施設の附置等に関する

条例」の大幅な見直しとともに、駐車場整備地区の廃止を行うものです。 

次に、廃止理由の根拠について、ご説明いたします。 

まず、「八戸市建築物における駐車施設の附置等に関する条例」について、ご説明

いたします。 

この条例は、用途地域が商業地域または近隣商業地域、もしくは駐車場整備地区内

で、特定用途と呼ばれる店舗や事務所等の集客施設で、床面積が 1000 ㎡を超える建

築物及びそれ以外の非特定用途で、床面積が 2000 ㎡を超える建築物を建築する際に、

用途と面積に応じて決められた台数分の駐車施設を設けなければならないという条

例です。 

昭和 44 年に制定後、平成 8 年に全面改正され、平成 24 年 10 月までに、122 件の

届出が出されております。 

次に、駐車場整備地区内の条例の届出状況について、ご説明いたします。 

条例の届出件数は、八戸市内全体で 122 件ありますが、駐車場整備地区内で届出が

あった駐車場は 87箇所で、全体の７割以上を占めております。 

条例で必要な台数が、1128 台なのに対し、届出された台数は、2975 台と、必要台

数の約 2.6 倍多い台数が届出されております。 

さらに、駐車場整備地区内には、条例の対象外の専用駐車場、時間貸駐車場、月極

駐車場等が、多数あります。 

次に、条例の対象外の駐車場について、ご説明いたします。 

平成 21 年に中心市街地活性化推進室が行った中心市街地駐車場実態調査について、

ご説明いたします。 

お手元の参考資料の５ページ目をご覧ください。調査対象は、赤い線で書かれた中

心市街地の範囲です。 

調査対象地域内の駐車場は 347 箇所、収容台数は 9655 台で、専用駐車場、時間貸

駐車場、月極駐車場の合計です。 

先程、ご説明しました条例の届出状況と合わせ、中心市街地には数多くの駐車場が

存在することが分かります。 
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しかし、収容台数に占める駐車台数の割合を表す占有率を、駐車場経営を専業とす

る収容台数 100 台以上の時間貸駐車場３箇所で、８～20 時の間で３日間調査したと

ころ、全ての時間帯で占有率 50％以下という結果が出ております。つまり半数以上

が空車だったということになります。 

もちろん、個々の駐車場によって占有率は違いますが、これらのことから、駐車場

整備地区内の駐車施設は、十分確保されているといえます。 

次に交通量の減少について、ご説明いたします。 

このグラフは、交通量の経年変化を表したものです。2010 年の交通センサスにお

ける調査年別 12時間交通量から抜粋いたしました。 

各グラフの計測地点については、参考資料の２ページをご覧ください。赤の線が、

④の国道 340 号線三日町のさくら野前で計測された交通量のグラフです。 

昭和 49 年から 50 年代は、交通量が増えていますが、60 年代から平成２年にかけ

て交通量が減り、平成６年にまた増加するも平成 22年までに年々減少しています。 

その他の地点でも、ほとんどの交通量が減少していることがこのグラフから分かり

ます。 

以上のことから、交通渋滞問題に対応し、積極的な駐車場整備を図るべき地区であ

る駐車場整備地区の位置づけが、これまでの説明のとおり、現在の状況と合わなくな

っていることから、今回廃止するものです。 

最後に都市計画変更の経緯の概要についてご説明致します。 

八戸市決定である駐車場整備地区の変更については、本年１月 10 日に全市民対象

の説明会を行い、１月 22 日から２月４日まで、計画変更案の縦覧をいたしました。

この間の意見書の提出はございませんでした。 

本日の八戸市都市計画審議会、３月上旬の県知事の同意を経て、３月中旬の決定告

示の予定となっております。 

以上で、駐車場整備地区の廃止に関する説明を終わらせていただきます。 

 

○会長 

どうもありがとうございました。ただいまの説明について、ご意見ご質問等がござ

いましたら、挙手をお願いいたします。 

 

○委員 

 この「八戸市建築物における駐車施設の附置等に関する条例」の中の第２条で適用

地域を指定していますが、それには、駐車場整備地区と商業地域及び近隣商業地域と

なっております。そうすると今、駐車場整備地区を廃止しても、商業地域及び近隣商

業地域に含まれているところは、今まで通り駐車場を必要とするということですか。 

 

○事務局 

 駐車場整備地区というのは、中心市街地に限定されますので、その用途は商業地域
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と近隣商業地域が全てです。中心市街地の他にも、例えば、八戸駅や小中野地区等は、

商業地域や近隣商業地域となっていますが、今回はまず駐車場整備地区というものを

廃止して、次の段階で附置義務条例を見直すということになりまして、案については、

現在、詰めいているところです。今、考えている案とすれば、一般の利用者用の駐車

場については、中心市街地だけではなくて、商業地域・近隣商業地域についても廃止

するということで考えています。 

 

○会長 

 今回の見直しをしても附置義務から外れる場所は、出てこないということですか。 

 

○事務局 

 はい、そうです。 

 

○委員 

 地域地区の中で商業系区分までは、分かりました。 

資料の１ページの真ん中あたりの、「八戸市建築物における駐車施設の附置等に関す

る条例」の文言の、「床面積が 1000 ㎡を超える特定用途の建築物」、この特定用途と

いうのは建築基準法のいわゆる特殊建築物という理解でよろしいですか。 

また、特定建築物という文言が、耐震改修の方でも使われていますが、その違いがあ

るのかを教えてください。 

 

○事務局 

 まず、いわゆる附置義務条例と呼ばれるものですが、これの根拠法は駐車場法です。

その中でうたわれている特定用途あるいは非特定用途というのは、これはお調べのと

おり建築基準法の特殊建築物というものでございます。これは、どういうものかとい

いますと、簡単に言いますと不特定多数の方が集まる施設、集客施設というものを特

殊建築物というふうに建築基準法ではいいます。それ以外のもの、例えばマンション

等は、非特定用途建築物という分け方をしています。 

 

○委員 

 特定用途以外のものは、全部、非特定用途ということで理解したらいいですか。 

 

○事務局 

 はい、そうです。 

 

○会長 

 その他、ご質問・ご意見等ありますでしょうか。 

 実質的には、駐車場整備地区をはずしても、附置義務条例は、はずれないというこ
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とで実状等はただいま説明があったとおりですので、見直し段階にきたとういうこと

で、変更廃止したいということです。 

 

○委員 

 今回の議案について、問題無いのではないかと思います。附置義務条例の方が、割

と事業者にとっては足かせになるところがあり、実態にそぐわないということがあっ

たので、そこをなるべく早めに変更いただいた方が、中心市街地活性化につながるの

かと思います。 

 

○事務局 

 おっしゃるとおりで、先程説明にもありましたけど、中心市街地へ建築する際の足

かせといいますか、ハードルになっているというご意見もあるものですから、できる

だけ早く、時機を逸しないように、附置義務条例についても改正していきます。 

今のスケジュールからいきますと、条例の改正というのは、議会の承認が必要なもの

ですから、できるだけ早くということで、今年の６月の改正を目指し、現在、作業を

進めているという状況でございます。 

 

○会長 

他にご意見等ありますでしょうか。 

それでは、異議なしということで、本日市長から諮問いただきました議案第１号に

つきまして、当審議会といたしましては「原案に対し意見なし。」ということで、答

申してよろしいでしょうか。 

 

～「異議なし。」の声～ 

 

○会長 

 では、そのようにさせていただきます。 

それでは、続いて議案第２号について、事務局の説明をお願いします。 

 

○事務局 

 それでは、議案第２号議案「八戸都市計画公園の変更（八戸市決定）」について、

ご説明いたします。 

はじめに、都市計画で取り扱う公園・緑地とは、都市計画法の規定により、都市計画

決定された公園・緑地であり、かつ、都市公園法の規定により開設される都市公園を

対象とします。 

 さらに、この都市公園の中で、今回、区域を拡張いたします館鼻公園は、近隣公園

という種別に分類されます。 

 近隣公園は、主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園に位
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置づけられております。 

 この総括図は、今回変更箇所である館鼻公園の位置を示しております。 

 また、変更する区域の面積については、図面の右下に表示しており、変更前は 1.8ha、

変更後は 1.9ha となり現在の公園区域を 0.1ha 拡張するものであります。 

 この写真は、今回変更する館鼻公園周辺の航空写真です。ご覧のとおり八戸大橋に

近く新井田川河口の高台に位置しております。 

 この表は、館鼻公園の現在に至るまでの都市計画決定の経過でございます。 

 昭和 41年には、面積 0.57ha の児童公園として都市計画決定し、その後、平成８年

に区域を 1.3ha に拡張し、併せて近隣公園として計画変更を行い再整備に着手してお

ります。その後、平成 16年には公園西側区域の一部を拡張、さらに平成 20年には公

園北側と南側の一部を拡張し、大型駐車場や休憩所などの公園施設の整備を行い、来

園者の利便を図ってまいりました。 

 この計画図は、現在の公園区域と今回拡張する箇所を記しております。 

 変更の内容は、館鼻公園の南側隣接地にある旧八戸測候所跡地（財務省用地）を新

たに区域に追加するものであります。 

 次に、公園整備計画図でご説明いたします。 

 館鼻公園は、海に面した高台に位置しており、八戸の海や街並みがぐれっと見渡せ

る絶好の眺望点となっております。 

 平成８年度の再整備に着手してからは、この眺望を活かした公園づくりをコンセプ

トに整備を進め、施設の充実に努めてきたところであります。 

 その中で、平成 19 年４月には展望塔「ぐれっとタワーみなと」がオープンして、

市の新たな観光スポットとして市民や県内外から多くの観光客が訪れております。 

 この写真は、拡張する区域の現況写真でございます。 

 今回拡張区域にある八戸測候所は、平成 19年 10 月から無人化になっておりました

が、平成 21 年８月に測候所跡地や庁舎を活用した公園整備についての要望書が「湊

地区連合町内会」「湊地区再生まちづくり促進協議会」の連名で約５千人の署名を添

えて、青森気象台と八戸市に提出されております。このことから、地域住民の館鼻公

園の整備に対する関心と期待度が、非常に高いと思っております。 

 以上のことから、今回の変更は旧八戸測候所の跡地と庁舎を活用し、防災機能に関

する施設の整備、また海に関する体験学習施設や資料館等、海に近いという立地の特

性を活かした整備を行い、館鼻公園のさらなる施設の充実と利便性を高めるために公

園区域を拡張するものであります。 

 最後に都市計画変更の経緯の概要についてですが、これは先程説明いたしました駐

車場整備地区の変更と同じスケジュールとなりますので割愛させていただきます。 

 以上で、説明を終わらせていただきます。 

 

○会長 

 ただいまの説明について、ご意見ご質問等がございましたら、挙手をお願いいたし



 8 

ます。 

 

○委員 

 一つ教えていただきたいことがあるのですが、3･11 の際にこちらの施設が何かし

ら防災拠点や避難場所として使われたか、そういう実態があったら教えてください。 

 

○事務局 

 3･11 の当日は、館鼻公園に避難された住民の方々から、測候所が使えないかとい

うことを言われましたけれども、この日はちょうど無人化になっていまして、閉鎖さ

れた状態で、そのときは活用していません。 

 

○会長 

 他にありませんか。 

 

○委員 

 無人化になっていますが、館鼻測候所で行っている継続性の気象観測は、今後どう

なるのですか。 

 

○事務局 

 公園拡張の範囲には、その計測機器等がある土地や観測施設部分は除外されていま

すので、国の方で、公園整備とは関係なく継続していくとしています。 

 

○会長 

 他にありますでしょうか。 

 では、私の方から 1点、もともとは児童公園から始まり、近隣公園という位置づけ

ということですけれども、先程の説明で防災の拠点や体験学習というものを入れてい

くと、近隣公園という内容を超えるのではないかと思いますが、どうお考えでしょう

か。 

 

○事務局 

 通常であれば近隣公園は、地域住民の利用が目的ですけれども、館鼻公園というの

は眺望点なので、知っている方は海を見に来ます。１、２年前に、展望塔の中でアン

ケートをしたことがありまして、数百人のアンケート調査でどんな風に使われている

か検証したところ、その中で見えてきたのが、まずどちらから来ているかを見てみる

と四分の一が市外県外、あとの四分の三が地域住民でした。こうして見てみると、地

域の公園でありながら、八戸の例えば種差公園や朝市等の観光スポットの一つにもな

っているのかと思っています。それらを踏まえると、今後の整備についても、まず地

域住民との話し合いが必要ですが、観光部門等を巻き込んで話し合いをしながら、最
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も良い方向で進めていきたいと思います。 

 

○会長 

 その他ご意見等ありますでしょうか。 

それでは、本日市長から諮問いただきました議案第２号につきまして、当審議会とい

たしましては「原案に対し意見なし。」ということで、答申してよろしいでしょうか。 

 

～「異議なし。」の声～ 

 

○会長 

 では、そのようにさせていただきます。 

それでは、議案第３号について、事務局の説明をお願いします。 

 

○事務局 

それでは「八戸都市計画下水道の変更（八戸市決定）」についてご説明いたします。 

 まず、都市計画における下水道の位置付けと、都市計画決定の際の留意点について

ご説明いたします。 

 初めに、都市計画における下水道の位置付けについてですが、下水道は、都市計画

法第 11条第 1項において、都市施設のひとつとして定義されております。 

 また、都市計画運用指針において、下水道は生活環境の改善、水質の保全、浸水の

防除等の役割を果たす都市活動を支える上で必要不可欠な施設であり、長期的な視点

から計画的な整備を行う必要がある施設であること、計画調整や地域社会の合意形成

を図るため、積極的に都市計画に位置づけることが望ましい施設であることが記され

ております。 

 次に、下水道を都市計画決定する際の留意点ですが、下水道の名称、排水区域、下

水管きょ、その他の施設について、土地の自然条件、土地利用の動向、河川等の水路

の整備状況並びに、それらの将来の見通し等を総合的に考慮し、機能的な都市活動の

確保や良好な都市環境を形成・保持するよう、一体的かつ総合的に定めるものとされ

ております。 

 それでは、今回変更となる内容についてご説明いたします。 

 今回は、尻内雨水ポンプ場放流渠と、尻内雨水ポンプ場といった雨水計画に関する

変更となっており、汚水計画に関連する変更はございません。 

 最初に、尻内雨水ポンプ場等の位置について、下水道雨水計画の総括図でご説明い

たします。 

 今回変更しようとしている尻内雨水ポンプ場放流渠並びに、尻内雨水ポンプ場は根

城大橋付近の赤マルで囲んだ、この位置になります。 

 続いて、尻内雨水ポンプ場が位置する尻内町字尻内河原地区の状況についてご説明

いたします。 
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 尻内河原地区は、過去 10 年間で４度の浸水被害を受けるなど、浸水被害の常襲地

となっており、早期に浸水被害が解消されるよう強く要望されている地区となってお

ります。 

 市では、この浸水被害を軽減するため、３・４・８都市計画道路、産業道路、県道

八戸三沢線に囲まれた概ね 100ha の地区に降った「あまみず」を馬淵川へ強制的に排

水する施設として、尻内雨水ポンプ場を整備することとし、平成 23 年度から整備事

業に着手しているところであります。 

 整備スケジュールとしましては、これまで施設の基本設計や馬淵川の管理者との協

議を実施しており、現在は施設の詳細設計を行っております。 

 今後の予定としましては、平成 25年度の工事着手、平成 29年度末の完成を目指し

ております。 

 続いて、今回の変更について、個別にご説明いたします。 

 今回の変更は、尻内雨水ポンプ場放流渠の位置等の変更と、尻内雨水ポンプ場の敷

地面積の変更となります。 

 一つ目の尻内雨水ポンプ場放流渠の位置等の変更についてですが、これは、尻内雨

水ポンプ場から強制的に排水される「あまみず」を馬淵川まで導くための水路につい

て、その位置と幅員、延長を変更するものです。 

 位置については、図面で、黄色で表示しているのが既決定の位置であり、赤で表示

しているのが変更後の位置になります。 

 幅員については、幅 1.75ｍ、一部 1.9ｍの２連であったものを幅 2.8ｍの１連へ、

延長は 170ｍであったものを 30ｍとするものであります。 

 放流渠の位置等を変更する理由ですが、尻内雨水ポンプ場からの排水は、既決定で

は既存の長苗代第二排水樋管に接続し排水するものとしておりましたが、この排水樋

管は、建設から約 40 年が経過し老朽化が進んでおり、放流渠を接続するためには再

構築あるいは補強工事等が必要となること、また、既決定の放流渠位置の場合、馬淵

川以北に給水している直径１ｍの水道管の下をくぐらなければならず、施工性や維持

管理に難があることなどから放流渠位置の再検討を行った結果、施工性や経済性、維

持管理の面で既決定よりも優位である当該位置に変更するものであります。 

 二つ目の尻内雨水ポンプ場の敷地面積の変更についてですが、こちらはポンプ場の

位置自体に変更はございませんが、現地測量の結果により、面積を3，400㎡から3,000

㎡に変更するものであります。 

 次に、尻内雨水ポンプ場付近の状況を航空写真でご説明いたします。 

 こちらの黒で囲まれているところが、尻内雨水ポンプ場の建設用地になっておりま

す。 

 こちらが長苗代第二排水樋管、こちらが馬淵川以北の給水している直径１ｍの水道

管です。 

 また、放流渠の位置は、黄色で表示しているのが既決定の位置、赤で表示している

のが変更後の位置となります。 
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 最後に、都市計画変更の経緯の概要についてですが、これは先程説明いたしました

駐車場整備地区及び公園の変更と同じスケジュールとなりますので、割愛させていた

だきます。 

 以上で、説明を終わらせていただきます。 

 

○会長 

 ただいまの説明について、ご意見ご質問等がございましたら、挙手をお願いいたし

ます。 

 

○委員 

 資料 19 ページの計画図の赤の矢印部分ですが、新しく作るところは、もっと川の

方まで矢印がいくのではないですか。水を川に流すのですか。 

 

○事務局 

 設計は門（ゲート）までですけれども、実際は、川に流れます。 

 

○委員 

 そうしますと、赤の矢印が止まっていますが、その後の水路はもうできているので

すか。 

 

○事務局 

 いえ、これから新設します。それについては、国土交通省に委託して、その分の工

事を行うことになります。 

 

○委員 

 はい、分かりました。 

 

○委員 

 実は以前も似たようなことが一度ありまして、水を流す位置を上流に移したのです

が、それも当時、国土交通省に管理の内規がありまして、同じ川に流れるのですけれ

ども、この上流に移設したことにより、直近に橋梁の橋脚があり河積阻害となるため、

相当難しい協議になった経緯があります。 

今回、国土交通省との協議の中で管理規定のような、何か注文等が付きましたでしょ

うか。 

 

○事務局 

 具体的には、構造の大きさ、既設の管と同程度のものということは、言われまして、

それに沿った形で、現在詳細設計を進めております。それ以外については、詳細設計



 12 

の中で協議しておりますけれども、別段ございません。 

 

○委員 

 以前の場合は、馬淵大橋の橋脚によって、川の流れる面積が減ったことが、非常に

問題になって、そのことで指導いただいたのですが、今回も橋脚の上流に水を流すも

のですから、相当難しい協議になったのではないかと思いますが、どうでしたか。 

 

○事務局 

 そういった話は、現在出ておりません。 

 

○会長 

 他にご意見等ございますか。 

 確認ですが、面積の方は、境界を測量したところ、違っていたということですか。 

 

○事務局 

 はい、そうです。これは、平成 23年度に買収済みになっております。 

 

○会長 

他にご意見・ご質問ありますでしょうか。 

それでは、本日市長から諮問いただきました議案第３号につきまして、当審議会とい

たしましては「原案に対し意見なし。」ということで、答申してよろしいでしょうか。 

 

～「異議なし。」の声～ 

 

○会長 

 では、そのようにさせていただきます。以上で本日の議案審議を終了いたします。 

それでは、進行を事務局にお返しします。 

 

○司会 

それではこれをもちまして、第 100 回八戸市都市計画審議会を終了させていただき

ます。 

 本日はありがとうございました。 

 

 

（閉会 14:45） 


